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誓約書の提出 本競争の参加希望者は、申
請書提出時に、契約担当役（独立行政法人日
本芸術文化振興会 理事長）が別に指定する
暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しな
ければならない。
 誓約書の遵守 上 記  の誓約書を提出せ
ず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に
反することとなったときは、当該者の参加は
無効とするものとする。
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４に同じ。
 上記２に掲げる資格を満たしていない者
も上記４により参加表明書を提出すること
ができるが、上記４の提出期限の日におい
て、当該資格を満たしていなければならない。
 契約書作成の要否 要
 手続きにおける交渉の有無 有
 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公
表について」
（独立行政法人日本芸術文化振興
会ＨＰトップページ＞調達情報）を参照の上、
その内容について同意了承すること。
（参照：
https://www.ntj.jac.go.jp/about/
procurement/info.html）
 詳細は募集要領による。

６ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : KAWAMURA Junko,
President of the Japan Arts Council
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Planning, System construction,
Design production, Maintenance and Op‑
eration of the official website of Japan Cul‑
tural Expo.
 Time‑limit to express interests : 17 : 00,
31 October, 2019
 Time‑limit for the submission of propos‑
als ; 17 : 00, 11 November, 2019
 Contract point for documentation relat‑
ing to the proposal : AMEMIYA Masaki,
Contract Division, General Affairs and
Planning Department, Japan Arts Council,
41 Hayabusa‑cho Chiyoda‑ku Tokyo
1028656 Japan, TEL 0332656119

招

請

意見招請に関する公示

次のとおり調達物件の仕様書案の作成が完了し
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
意見招請に関する公示
令和元年９月 20 日
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
令和元年９月 20 日
１ 調達内容
会計検査院事務総長官房会計課長
 品目分類番号 14
星野
博
 購入等件名及び数量 複合機の交換及び保
◎調達機関番号 004 ◎所在地番号 13
守 一式
１ 調達内容
２ 意見の提出方法
 品目分類番号 71、27
 意見の提出期限 令 和 元 年 10 月 10 日 正 午
 購入等物品及び数量 次期決算確認システ
（郵送の場合は必着のこと）
ムに係る運用業務 一式
 提出先 〒1028651 東京都千代田区隼町
２ 意見の提出方法
４２ 最高裁判所事務総局経理局用度課物
 意見の提出期限 令 和 元 年 10 月 18 日 17 時
品調達係 松上 俊広 電話0332645863
（郵送の場合は必着のこと）
３ 仕様書案の交付
 提出先 〒1008941 東京都千代田区霞が
 交付期間 令和元年９月20日から令和元年
関３２２中央合同庁舎第７号館 会計検
10月10日まで。
査院事務総長官房会計課調達係 東海林秀幸
 交付場所 上記２に同じ。
電話0335818131
４ Summary
３ 仕様書案の交付
 Classification of the procurement : 14
 交付期間 令和元年９月20日から令和元年
 Nature and quantity of the products to be
10月18日まで
replaced : Multifunction peripherals, 1 con‑
 交付場所 上記２に同じ
tract (including maintenance)
４ 仕様書案の説明会
 Time limit for the submission of com‑
 開催日時 令和元年10月４日14時
ments on the specifications : Noon, October
 開催場所 会計検査院事務総長官房会計課
10, 2019 (comments by mail must be re‑
入札室
ceived by noon, October 10, 2019)
５ Summary
 Contact point for the notice, delivery of
 Classification of the products to be pro‑
the specifications, and the submission of
cured : 71, 27
comments : MATSUGAMI Toshihiro, Pro‑
 Nature and quantity of the products to be
curement Section, Supplies Division, Finan‑
required : Operation of the next Certifica‑
cial Bureau, General Secretariat, Supreme
tion of the Final Accounts Computer Sys‑
Court, 42 Hayabusa‑cho, Chiyoda‑ku,
tem, 1 set
Tokyo 1028651, Japan, TEL 033264
 Time limit for the submission of com‑
5863
ments : 17 : 00 18 October, 2019
意見招請に関する公示
 Contact Point for the notice : Hideyuki
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
Toukairin Accounts Division, Secretariat
of General Executive Bureau, Board of たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年９月 20 日
Audit, 322 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
国立研究開発法人情報通信研究機構
Tokyo 1008941 Japan. TEL 033581
契約担当理事 田尻 信行
8131

◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量
 国立研究開発法人情報通信研究機構本部
で使用する電力需給契約 一式
 国立研究開発法人情報通信研究機構未来
ＩＣＴ研究所で使用する電力需給契約 一
式
 国立研究開発法人情報通信研究機構ユニ
バーサルコミュニケーション研究所で使用
する電力需給契約 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年10月11日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1848795 東京都小金井市貫井
北町４２１ 情報通信研究機構財務部施
設室施設管理グループ 山田慎太郎 電話
0423276300
３ 仕様書案の交付方法 令和元年９月20日から
令和元年10月11日まで、情報通信研究機構ホー
ムページ調達情報よりダウンロードすること。
４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased :
 Electricity to be used in NICT head‑
quarters, 1 set
 Electricity to be used in NICT Ad‑
vanced ICT Research Institute, 1 set
 Electricity to be used in NICT Univer‑
sal Communication Research Institute, 1
set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 17 : 00 11 October 2019
 Contact point for the notice : Shintarou
Yamada, Facility Management Group, Fa‑
cility Office, Financial Affairs Department,
National Institute of Information and Com‑
munications Technology, 421 Nukui‑
Kitamachi Koganei‑shi Tokyo 1848795
Japan TEL 0423276300

